
スポーツクライミング中国地区ユース選手権2021 競技順

競技順 名前
     

県名 受付開始
   

競技開始 会場退出
       

 重田 栄路     島根県                  
 十河 佑成     島根県                  
 中村珠菜     島根県                  
 小村周     島根県                  
 田中 望歩     島根県                  
 田中 穂 花     島根県                  
 三島陸斗     島根県                  
 久屋 璃津     島根県                  
 福島 輝     島根県                  
  生橋 遥真      島根県                  
  板        鳥取県                  
  谷岡栞      鳥取県                  
  山脇 千果      鳥取県                  
  高見 柚花      鳥取県                  
  尾坂飛和      鳥取県                  
  橋本 晟      鳥取県                   
  鳥居 花奈      鳥取県                   
  青戸結      鳥取県                   
  金井 佑輔      鳥取県                   
  河岡 進      鳥取県                   
  宮本 和奏      鳥取県                   
  高本優芽      鳥取県                   
  佐藤 蓮      岡山県                   
  中野 太雅      岡山県                   
  後安 優太      岡山県                   
  江見昇真      岡山県                    
  黒崎 結月      岡山県                    
   西田源五郎      広島県                    
  中村 蒼翔      広島県                    
  松田斗亜      広島県                    
  三宅 果乃      広島県                    

 受付時間    分刻  選手    異      受付時間    分前  本庄公民館 受付前 

待機可能   指定時間   分過   失格       

 指定   時間              入       内  競技開始     分     

アップ時間が与えられます。（アイソオープン後30分過ぎると失格となります）



競技順 名前
     

県名 受付開始
   

競技開始 会場退出
       

  中村         広島県                    
  加藤 陽翔      広島県                    
  仲間樹乃      山口県                     
  長尾一樹      山口県                     
  藤井 莉子      山口県                     
  上田 大志      山口県                     
  田中誠己      山口県                     
  勝部拓実    島根県                     
  杉本 智樹    島根県                     
  森悠真    島根県                     
  重田悠介    島根県                     
  橋本 有    鳥取県                     
  髙眞 天    鳥取県                     
            鳥取県                     
  谷岡亨梧     鳥取県                     
  衣笠 仁哉     鳥取県                     
  藤田 楓     鳥取県                     
  山脇 将弥     鳥取県                     
  大薮郁実     広島県                     
  延近大和     広島県                    
  宮崎伊織     山口県                    
  上田 悠太     山口県                    
  吉本 一敬     山口県                    

  久屋 陽紗菜    島根県                   
  福光蒼里    鳥取県                   
  足立 菜琶    鳥取県                   
  中野 咲良    岡山県                   
  佐藤 仁衣菜    岡山県                   
  高本愛葉    岡山県                   
  中谷 葵音    岡山県                   
  有村 優佳    広島県                   
  平井 空    広島県                   

 受付時間    分刻  選手    異      受付時間    分前  本庄公民館 受付前 

待機可能   指定時間   分過   失格       

 指定   時間              入       内  競技開始     分     

アップ時間が与えられます。（アイソオープン後30分過ぎると失格となります）



競技順 名前
     

県名 受付開始
   

競技開始 会場退出
       

  真木 杏紫     広島県                     
  岩本 乃音     山口県                     
  岩本       山口県                     
  浜崎 恋羽     山口県                     
  深本青芭     山口県                     
  槇原 凜太朗    島根県                     
  杉原 颯    島根県                     
  山本 陸生    島根県                     
  坪内 友平    島根県                     
  山根 柊馬    鳥取県                     
  福本 凌大    鳥取県                     
  谷岡 蒼梧    鳥取県                     
  三宅 祐希    岡山県                     
  赤木颯一郎    岡山県                     
  香川 葉津     広島県                     
  井上丈 太郎     広島県                     
  猫島 栄仁     広島県                     
  狩野 祐輔     広島県                     
  大谷咲花    島根県                     
  北川      鳥取県                     
  足立 莉帆    鳥取県                     
  河上 史佳    鳥取県                     
  佐 木 詩華    広島県                     
  折出      広島県                     
  福本渉晟    鳥取県                     
  末廣佳大    広島県                     
  末弘竜都    広島県                     
  小田歩夢    広島県                     
  大薮杏理奈    広島県                     
  林      鳥取県                     
  阪井 佑治郎    島根県                     
  延近陸空斗    広島県                     

 受付時間    分刻  選手    異      受付時間    分前  本庄公民館 受付前 

待機可能   指定時間   分過   失格       

 指定   時間              入       内  競技開始     分     

アップ時間が与えられます。（アイソオープン後30分過ぎると失格となります）


